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吉澤会長、大野副会長、東山理事

議題
１、会長報告・・・鈴木副会長（吉澤会長代理）
（報告事項）
・教育委員会への要望書提出について（4/24）
今後の桜小の児童数増加に対する要望について。学区見直しを含めて教育委員会の見解
を求める。
・市原市認知症対策連絡協議会設立総会について（4/28）
市原市において医療、介護、福祉、職場、地域、行政など生活に関わるあらゆる人々や機関、
組織、が連携し、それぞれの立場から協力しあう協議会を設立した。
・交通対策要望書提出について（警察署 4/30、市役所 5/７）
ちはら台西 6 丁目に横断歩道の設置（2 か所）
・京成電鉄ちはら台線についての嘆願書提出について
通学定期の値引き率を上げてほしい。
・自衛隊協力会委員会について（5/7）
・桜小との打ち合わせについて（5/8）
上記について教育委員会へ要望書提出後、宮澤校長との話し合いをもった。
・消防団活動について
5/12 新入団員の研修会。ちはら台は 13 名の団員・・市津第 4 分団付として今年度は活動。
・防犯協力総会について（5/13 総会開催）
・第 4 回ちはら台地区町会親睦ゴルフ大会について（5/14）
・市原市町会長連合会研修旅行について（5/17・18）大和市にいきました。人口 23 万 1 千
人（市原市とほぼ同様）面積は市原市の 7％。自治会加入者 70.21％（市原市は 61.9％）
・小学校運動会について（清水谷 5/18、他 3 校 5/25）予定通り実施。桜小は、シートを敷く
隙間がなかった。水の江はスペース余裕ありました。
・村田川愛護クラブ清掃について（5/19）34 名参加。ユニモ近辺の河川敷を清掃。次回は 9
月実施。
・地域連携意見交換について（5/21）辰巳台、市津、ちはら台、ＵＲとの意見交換会。これか
らも意見交換していくが、それぞれの土地柄のせいか意見が合わない部分もありました。
・清水谷小学校創立 20 周年記念行事委員会について（5/24）近隣自治会について協議。
・青少年相談員市津支部総会について（5/25）

1

・あいさつ運動について（5/20～5/24）東 4 丁目交差点で、シニアクラブ（各日 10～13
名）桜小学校門前で、乙月役員（各日 3～4 名）参加。子供達も元気に挨拶をしてくれま
した。
・ユニモ協議会について（5/25）年に 1 回意見交換会を開く。11 月に大改装を行う。
・H24 年度青色パトロール活動補助金について。助成金支給の条件は月 4 回以上のパトロ
ール実績が必要。乙月は 6 名（補助金対象者は 5 名）で 55000 円。
・環境委員会（委員会 5/26．25 年度活動スケジュール）
ちはら台公園、かずさの道の維持管理。防犯外灯の拡充。道路、公園愛護団体の推進。違反
広告物除去活動。村田川護岸清掃。不法投棄への対応。
・防犯委員会（委員会 5/26 防災倉庫ストック飲料水の配布）
ちはら台公園防災倉庫に備蓄してある 2 リットルペットボトル飲料水 540 本を各自治会
へ配布する。（賞味期限 2013 年 12 月 配布期日 2013 月 7 月 7 月の定例会長会時）乙
月へは 30 本。今後毎年その本数を同時期に配布予定。
・広報委員会（5/18 取材計画）
乙月祭りを取材する。ビデオカメラを自治会へ貸与するので各自治会の紹介を取材して
ほしい。（乙月は 11 月の予定）広報ちはら台へ自治会紹介を掲載。原稿締め切り 10 月末
発行日 11/20。
その他
・25 年度単位自治会について。キッズアベニュー 2nd が加わり 25 自治会体制になった。
・市原市立幼小中一斉防犯訓練について。6 月 11 日（火）14 時 30 分 避難訓練。15 時引き
渡し訓練。（担任の確認を受けてから帰宅）
・市原刑務所生産物購入について（花の苗 100 ポット）。自治会に 4 ポットいただきまし
た。
議題
・研修旅行について（6/22～23）。25 自治会中 17 自治会が参加予定
・夏祭りについて
第 1 回実行委員会（6/9）。吉澤会長、鈴木副会長参加 13 時～15 時（自治会館 2F）
今後の日程。第 2 回実行委員会（7/7（日）13 時～15 時 吉澤会長、鈴木副会長。
運営委員会（7/21（日）13 時～15 時 吉澤会長、鈴木副会長、松本理事）。
今年も花火担当。運営委員 28 名動員要請（6/15 までに運営員の名簿を提出）。
・防犯カメラについて。現在 18 台稼働、6 月にもみの樹台へ 2 台設置。現在開発中の東 8 丁
目（積水ハウス）はハウスメーカーが 1 台設置予定。
・消防団の活動計画及び団員募集について。団員募集の要請がきたら考えましょう。
・参議院議員選挙立ち合いについて。参議院選挙が 7 月 21 日に予定されているが、当日は
夏祭りの運営委員会があるので立ち合いは各シニアに依頼する予定。
2、一斉清掃実施報告・・・大野副会長、三宅理事
・5/18（土）に、環境美化と近隣のコミュ二ケーション作りを目的に、春季一斉清掃を実施
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いたしました。昨年同様、防災訓練と同日開催を実施いたしました。当日は天候にも恵ま
れ 368 世帯、大人 456 名、子供 299 名、合計 755 名の参加がありました。班長さんをはじめ
多くの皆様に御協力をいただき、特にトラブルもなく一斉清掃を終えることができまし
た。
清掃結果について
・燃えるゴミ（雑草を含む）は各自ゴミステーションに出し、燃えないゴミはブロック毎
に集積場所（B、E ブロックは共通場所）を定めて集めました。
・例年ほとんどのゴミが雑草。参加者に道具（鎌など）を用意していただいたおかげで、効
率的に雑草取りが進みました。
・参加世帯にゴミ袋を配布いたしました。（45ℓ 燃えるゴミ用 10 枚セット）。
・放置された粗大ごみが 2 件、（A ブロック倉庫奥の敷地にソファー 1 個、支所へ報告済み。
E ブロック放置自転車 撤去済み）。
総括
・全体的に限られた時間内での清掃となりましたが、ケガや事故もなく無事に終了するこ
とができました。毎年この時期の清掃では、雑草対策の必要性が続いていますので、清掃
手順も雑草対策を重点的に置くやり方を定着させたいと思います。
3、自主防災訓練実施報告・・・鈴木副会長、東山理事
①総合
・昨年同様、一斉清掃終了後、行われた自主防災訓練。天候にも恵まれ 306 名参加。班長及び
運営員の方々をはじめ多くの皆様にご参加御協力頂き有難うございました。しかし一方
で毎年参加者が低迷していることから、新たな訓練内容を検討する必要性がある。5 月実
施するにあたって、3,4 月が繁忙であるため早目の準備が必要である。
・今回、避難訓練を取り入れたが訓練の順番や運営員への周知などの準備不足や改善の余
地があった。
・役員、運営委員の当日不参加でも十分対応できる仕組みが必要。
・経験回数の少ない訓練も順調に実施された。
・今回、マイクを使用しなかったが、実践的には小型拡張器の配備が必要かと思われる。
②避難誘導・進行
・小型拡張器が欲しい。（メガホンでもよいかも）引率の役員の声が班長に届かない。
・看板や案内（誘導）の整備・・看板を乙月祭り並みに大きくする。
・看板には、当該の体験名称の他に次の順路にあたる体験を追記し、班員だけでも周れるよ
うにする（人手不足となった時は有効）
③避難訓練
・新たな試みとして、班長の参加人数報告、避難者名簿作成、飲み物、カップ麺配布、名前シ
ールの作成を実施した。
・運営委員の役割（避難者への説明の仕方など）が不明確なところがあり、事前に説明用
資料を配布すべきであった。
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・避難所訓練の順番を間違えました。炊き出し訓練の前に設定すべきでした。
④炊き出し訓練
・ハイゼックス米について、参加者から説明を求められました。出来上がりのハイゼックス
米の袋を見せながら説明をしましたが、炊き出し訓練では、出きあがったものを食べてい
ただくだけではなく作り方を説明した上で試食し、ハイゼックス米の袋を配布し、自宅で
も練習してもらう。
⑤新聞スリッパ
・新聞調達について（役員 1,813 枚）
・新聞スリッパの作り方（昨年のものは画像が暗かったので新しく作成）
・開催場所・・シート 4 枚、椅子 1 脚（看板用）→シートが汚れていました。
・椅子の必要な参加者がいるので、来年度は数脚用意が必要。
・作成について・・今回は一人 3 枚使用で、1 足を作りました。少し厚みのあるものを作成
しました。
・その他・・運営委員 2 名が手伝いに入ってくれたので、スムーズに実施できた。今年は事
前に新聞紙を 3 枚ずつに分け、スピーディにできた。
・昨年の訓練を受けた方が、作り方を覚えていたおかげで、少しの説明で皆さん上手に作っ
ていました。新聞スリッパに関しては、かなり定着した印象でした。
⑥過去の参加状況
・参加者低迷中。今後の内容を検討する必要がある。
日程調整は、他の自治会の予定、学校行事、幼稚園行事の日程の把握も必要。
自治会内で、準備時期を早めにしていくなど今後検討していく。
4、あいさつ運動実施報告・・・鈴木副会長（吉澤会長代理）
5/20～24 東 4 丁目交差点（シニアクラブ）・・各日 10～13 名
桜小学校門前（乙月自治会役員）・・各日 3～4 名
PTA からも多数協力がありました。
多数の御協力有難うございました。子供たちは元気に挨拶ができていました。
5、夏休みラジオ体操について・・・彦坂副会長、野本理事
（日時）前期 7/16（火）～7/26（金） 土日除く 9 日間
後期 8/19（月）～8/23（金） 5 日間（合計 14 日間）
（場所）みかげ台公園 野球場内
今年の中止連絡は、当日 6 時までに乙月自治会ホームページに中止連絡を掲示し、携帯
PC お持ちでない方のため、桜橋、セブンイレブン掲示板、桜小校門、乙月公園、みかげ台公
園に中止連絡の張り紙をする。
参加者対象について、子供さんはもちろんのこと健康に気を使っているシニアの方も対
象になっているので、ふるって参加していただきたい。
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6、ちはら台市民夏祭りについて・・・鈴木副会長、松本理事
来る 8/24（土）第 12 回ちはら台市民夏祭りが開催されます。
乙月自治会では、ご来場の自治会員の中学生以下（中学生まで対象を見直し）のお子様
向けのお菓子、または大人向けの飲み物のどちらかを配布します。
お菓子の申し込みは各世帯の中学生以下の子供の人数分、飲み物の申し込みは 1 世帯当
たり 2 本（+1 本を見直し）とさせていただきます。お祭り当日の午後 15 時～19 時まで、
夏祭り会場の乙月自治会の出店テントにて、引き換え券と交換です。
7、防犯活動について・・・彦坂副会長、松本理事
夜間パトロールについては、5 月の参加者 6.8（人/日）レギュラー数 5.1（人/日）、レギ
ュラー以外 1.6（人/日）先月より全体的に参加者が落ち込んだのは、雨の日が続いたた
め、パトロールが実施されなかった理由もある。
レギュラーメンバーが少なくなっているため、一般参加者を増やしたい。チラシ効果で
月曜日に参加が多いのですが、チラシを更に工夫して参加者を集っていきたい。夏場が
防犯強化をしたい時期なので、皆様１人１人の防犯意識強化をお願いしたいと思いま
す。
青色回転パトロールについては、協力して下さる方随時募集しております。

次回理事会

日時
場所

7 月 7 日（日）9:00～12:00
自治会館 2F 大会議室にて
以上
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